別表第１
長岡市立小中学校通学区域
小学校
通学区域
台町1、2 学校町3の一部（附表1に示す区域） 旭町1、2
神田町1 坂之上町1、2、3 東坂之上町1、2、3 関東町 袋町
1、2、3 大手通1、2 殿町1、2、3 長町1の一部（附表2に示す
阪之上小
区域） 城内町1、2、3
今朝白1、2、3の一部（附表10に示す区域を除く。） 福住1、2の
一部（附表11に示す区域を除く。）
昭和1の一部（附表3に示す区域） 水道町1、2、3の一部（附表5
に示す区域を除く。）、4の一部（附表6に示す区域を除く。）、5
の一部（附表7に示す区域） 中島1、2、3、4の一部 （附表9に
中島小
示す区域を除く。） 日赤町1、2、3 春日1、2 山田1の一部
（附表12に示す区域）、2の一部（附表13に示す区域）、3の一部
（附表14に示す区域を除く。） 信濃2
表町1、2、3、4 呉服町1、2 本町1、2、3 上田町 渡里町 柳
原町 船江町 昭和1の一部（附表4に示す区域） 水道町3の一部
表町小
（附表5に示す区域） 中島4の一部（附表9に示す区域）、5、6の
一部（附表15に示す区域を除く。）
神田町2、3 西神田町1、2 西神田町 石内1、2 新町1の一部
（附表16に示す区域） 東新町 西新町1の一部（附表39に示す区
域） 昭和1の一部（附表3及び4に示す区域を除く。）、2 水道
神田小
町4の一部（附表6に示す区域）、5の一部（附表8に示す区域）
松葉1の一部（附表17に示す区域） 中島6の一部（附表15に示す
区域）、7 長町2の一部（附表38に示す区域を除く。）
松葉1の一部（附表17に示す区域を除く。）、2 水道町5の一部
（附表7及び8に示す区域を除く。）
新町1の一部（附表16に示す区域を除く。）、2、3 東新町1、2、
新町小
3 西新町1の一部（附表39に示す区域を除く。）、2 泉1、2 城
岡1、2、3 城岡町 東蔵王1、2、3 西蔵王1、2、3 寿1、2、3
蔵王1、2、3 琴平3 北園町
長町1の一部（附表2に示す区域を除く。）、2の一部（附表38の示
す区域） 稽古町
川崎1、2、3、4 川崎町の一部（附表36及び49に示す区域を除
川崎小
く。） 福住2の一部（附表11に示す区域。）3 干場1、2 地蔵
1、2 東神田1、2、3 今朝白3の一部（附表10に示す区域） 沖
田2の一部（附表48に示す区域を除く。）、3の一部（附表49及び
50に示す区域を除く。）
弓町1、2 四郎丸1、2、3、4 四郎丸町 学校町1、2、3の一部
（附表1に示す区域を除く。） 長倉1、2、3、4の一部（附表40に
示す区域を除く。） 長倉西町 長倉町 長倉南町の一部（附表
四郎丸小
41に示す区域を除く。） 花園東2の一部（附表42に示す区域）
土合3、4、5 金房1、2、3 前田1、2、3 美沢1、2、3、4 川崎
町の一部（附表49に示す区域） 沖田1、2の一部（附表48に示す
区域）、3の一部（附表49に示す区域）
信濃1 山田1の一部（附表12に示す区域を除く。）、2の一部（附
表13に示す区域を除く。）、3の一部（附表14に示す区域） 草生
千手小
津1、2、3 西千手1、2、3 千手1、2、3 柏町1、2 南町1、2、
3 幸町1、2、3 宮原1、2、3 千歳1、2、3 三和2の一部（附表
24に示す区域） 宮内8の一部（附表25に示す区域）
新保1、2、3、4、5、6 新保町 小曽根町 永田1、2、3、4 永
田町 宮下町 富島町 亀貝町 堀金1、2、3 堀金町 稲葉町
富曽亀小
稲保1、2、3、4 稲保南1の一部（附表51に示す区域を除く。）
北富島の一部（附表54及び55に示す区域を除く。） 福島町の一
部（附表56に示す区域）
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長岡市立小中学校通学区域
小学校
通学区域
下々条1、2、3、4 原町1、2 宝1、2、3、4、5 中瀬1、2 下々
黒条小
条町 高見1、2 高見町 東高見1、2 天神町 川辺町 十二潟
町 黒津町の一部（信濃川の東側区域） 北陽2、3
新組町 新組南町 福島町の一部（附表56に示す区域を除く。）
新組小
七軒町 大黒町 福井町 百束町 四ツ屋町 北陽1 稲保南1の
一部（附表51に示す区域） 北富島の一部（附表55に示す区域）
桂小
水穴町 加津保町 桂町 亀崎町
麻生田町 浦瀬町 乙吉町の一部（附表19に示す区域を除く。）
浦瀬小
宮路町 北富島の一部（附表54に示す区域）
土合町の一部（長岡東バイパスの東側区域） 高畑町の一部（長
柿小
岡東バイパスの東側区域） 鉢伏町 柿町 高町1、2、3、4 長
倉南町の一部（附表41に示す区域）
栖吉町 御山町 中沢1、2、3、4 中沢町 東片貝町 西片貝町
成願寺町 千代栄町 悠久町1、2、3、4 悠久町 若草町1、2、3
栖吉小
中貫町1、2、3 乙吉町の一部（附表19に示す区域） 長倉4の一
部（附表40に示す区域） 沖田3の一部（附表50に示す区域） 川
中
前島町 青島町 青山町 青山新町 上前島町 南陽1、2 上前
前川小
島1の一部（附表52に示す区域を除く。）、2、3 高島町の一部
（附表53に示す区域）
三和1、2の一部（附表24に示す区域を除く。）、3 三和町 要町
1、2、3 宮栄1、2、3 宮内3の一部（附表26に示す区域）、4、
宮内小
5、6、7、8の一部（附表25に示す区域を除く。） 宮内町 東宮
内町 西宮内1、2 大宮町 左近1、2、3 左近町 今井1、2、3
今井町 沢田1、2、3 笹崎1、2 平島1、2、3 平島町 水梨町
上組小

石坂小
太田小
岡南小
十日町小
大島小

才津小
深沢小
日越小

関原小

宮内1、2、3の一部（附表26に示す区域を除く。） 曲新町1、2、
3 曲新町 摂田屋1、2、3、4、5 摂田屋町 豊詰町 定明町
下条町 町田町 青木町 横枕町の一部（附表28に示す区域）
旭岡1の一部（附表57に示す区域）
村松町の一部（附表27に示す区域を除く。） 竹町 釜沢町 鷺
巣町 横枕町の一部（附表28に示す区域を除く。）
村松町の一部（附表27に示す区域）
蓬平町 濁沢町 竹之高地町
三俵野町 妙見町 中潟町 六日市町 滝谷町 渡沢町 大川原
町
岩野（仲島区域） 釜ヶ島（信濃川の東側区域）
十日町 片田町 高島町の一部（附表53に示す区域を除く。）
上前島1の一部（附表52に示す区域）
大島新町1、2、3、4、5 大島本町1、2、3、4、5 緑町1、2、3
三ツ郷屋1、2、三ツ郷屋町 小沢町 寺島町 古正寺町 古正寺
1、2、3 希望が丘3、4 西津町の一部（附表31に示す区域） 喜
多町の一部（附表32に示す区域） 千秋1、2、3
上富岡1、2 上富岡町 西津町の一部（附表30及び31に示す区域
を除く。） 才津町 才津東町 才津西町 才津南町 福田町
新産1、2、3、4 新産東町 長峰町 藤橋1、2 西野（泉島区
域）
親沢町
深沢町
上除町の一部（附表43に示す区域を除く。） 石動町 石動南町
高瀬町 堺町 堺東町 雨池町 福山町 喜多町の一部（附表32
に示す区域を除く。） 宝地町 大字日越 七日町の一部（附表
33に示す区域を除く。） 南七日町 王番田町 上除町西1、2
関原町1、2、3、5 五反田町 関原西町 関原東町 上除町の一
部（附表43に示す区域） 関原南1、2、3、4、5 高頭町 高寺町
白鳥町 雲出町
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南新保町 福道町 高野町 大荒戸町 福戸町 河根川町 寺宝
福戸小
町
李崎町 川袋町 花井町 雁島町 成沢町 芹川町 三之宮町
下川西小
上柳町 脇川新田町の一部（信濃川の西側区域） 黒津町の一部
（信濃川の西側区域） 新開町
蓮潟1、2、3、4、5 蓮潟町 下柳1、2、3 下柳町 荻野1、2
荻野町 上野町 巻島1、2 巻島町 槇山町 槇下町 渡場町、
上川西小
宮関1、2、3、4 宮関町 藤沢1、2 藤沢町 鉄工町1、2 江陽
1、2 堤町 千秋4
宮本小
宮本町1、2、3、4 宮本東方町 宮本堀之内町
青葉台小
青葉台1、2、3、4、5 新陽1、2 陽光台1、2、3、4、5
大積町1、2、3 大積善間町 大積熊上町 大積折渡町 大積三島
大積小
谷町 大積灰下町 大積高鳥町 大積田代町 大積千本町
大山1、2、3 下山1、2、3、4、5、6 下山町 北山1、2、3、4
希望が丘小
希望が丘1、2 希望が丘南5、6 西津町の一部（附表30に示す区
域） 七日町の一部（附表33に示す区域）
上条町 錦1、2、3 末広1、2、3 土合1、2 土合町の一部（長
岡東バイパスの西側区域） 住吉1、2、3 花園1、2、3 豊田町
笹崎3 曙1、2、3 花園東1、2の一部（附表42に示す区域を除
豊田小
く。） 高畑町の一部（長岡東バイパスの西側区域） 大町1、
2、3 大町 花園南1、2 東大町 旭岡1の一部（附表57に示す区
域を除く。）、2
美園1、2 豊1、2 東栄1、2、3 琴平1、2 愛宕1、2、3 川崎
川崎東小
5、6 川崎町の一部（附表36に示す区域）
中之島 猫興野 真弓 野口 鶴ケ曽根 亀ケ谷新田 灰島新田
（中之島区域） 杉之森 中之島高畑 横山 大保 品之木 関
根 島田 長呂 中之島宮内 並木新田 中野東 中野中 中野
中之島中央小 西 稲島 末宝 福原 狐興野 海老島 海老島勇次新田 松ヶ
崎新田 中之島中条 上沼新田 中条北 中西 西高山新田 六
所 脇川新田町の一部（信濃川の東側区域） 中条南 中野西部
中野北 中野南 中通東 中通西 北中之島 中之島中央 南中
灰島新田（上通区域） 中興野 大曲戸 大曲戸新田 押切新田
上通小
思川新田 池之島 坪根 大口 押切川原町
真野代新田 信条南 中条新田 中条新田字古川 中条新田字本
信条小
川原 中条新田字丸山 下沼新田 中之島西野 大沼新田 赤沼
小沼新田 信条西 信条東 三沼
岩野（仲島を除く。） 釜ケ島（信濃川の東側区域を除く。）
越路小
浦 神谷 越路中島 篠花 飯島 飯島善兵エ古新田 西野（泉
島を除く。） 南島新田 北野 越路中沢 来迎寺 朝日
沢下条 飯塚 岩田 不動沢 東谷 西谷 塚野山 千谷沢 上
越路西小
新田 下新田
日吉小
鳥越 七日市 葛蒲新田 鳥雲新田
上岩井 吉崎 脇野町 三島中条 三島新保 大野 下河根川
脇野町小
瓜生 蓮花寺 中永 三島上条 逆谷 気比宮 藤川 宮沢 権
六新田 市郎右エ門新田
山古志種苧原 山古志虫亀 山古志竹沢 山古志東竹沢 山古志
山古志小
南平
小国町山野田 小国町大貝 小国町三桶 小国町苔野島 小国町
原 小国町森光 小国町小栗山 小国町諏訪井 小国町太郎丸
小国町小国沢 小国町上岩田 小国町法末 小国町楢沢 小国町
小国小
新町 小国町相野原 小国町二本柳 小国町上谷内新田 小国町
法坂 小国町桐沢 小国町横沢 小国町八王子 小国町七日町
小国町武石 小国町千谷沢 小国町上新田 小国町下新田
小島谷 下富岡 若野浦 阿弥陀瀬 和島高畑 日野浦 和島中
和島小
沢 梅田 東保内 村田 城之丘 両高 籠田 落水 上桐 三
瀬ケ谷 和島北野 根小屋 荒巻 黒坂 島崎
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寺泊長峯 寺泊金山 寺泊田ノ尻 寺泊花立 寺泊松沢町 寺泊
香清水 寺泊横掛 寺泊小川町 寺泊上荒町 寺泊二ノ関 寺泊
烏帽子平 寺泊上片町 寺泊片町 寺泊大町 寺泊上田町 寺泊
赤坂 寺泊荒町 寺泊名子山 寺泊一里塚 寺泊下荒町 寺泊鼠
山 寺泊蔵場町 寺泊七曲 寺泊円上寺山 寺泊殿林 寺泊坂井
町 寺泊一枚田 寺泊磯町 寺泊敷ノ川 寺泊越ノ浦 寺泊蟹沢
寺泊小
寺泊千駄越 寺泊庚塚 寺泊雨池 寺泊湊町 寺泊小屋場 寺泊
藪田 寺泊切替 寺泊下窪田 寺泊箕輪 寺泊白岩 寺泊大和田
寺泊郷本 寺泊志戸橋 寺泊山田 寺泊松田 寺泊明ケ谷 寺泊
吉 寺泊円上寺 寺泊大地 寺泊引岡 寺泊戸崎 寺泊京ケ入
寺泊本山 寺泊本弁 寺泊弁才天 寺泊川崎 寺泊下曽根 寺泊
中曽根 寺泊蛇塚 寺泊当新田（島崎川左岸区域） 寺泊竹森
（島崎川左岸区域） 寺泊野積
寺泊岩方 寺泊仁カ村外新田 寺泊田尻 寺泊矢田 寺泊入軽井
寺泊町軽井 寺泊平野新村新田 寺泊高内 寺泊求草 寺泊万善
寺 寺泊敦ケ曽根 寺泊北曽根 寺泊新長 寺泊小豆曽根 寺泊
大河津小
竹森（島崎川右岸区域） 寺泊鰐口 寺泊下桐 寺泊硲田 寺泊
木島 寺泊五分一 寺泊有信 寺泊下中条 寺泊当新田（島崎川
右岸区域） 寺泊田頭 寺泊夏戸 寺泊年友
栃尾大野 栃尾大野町1、2、3、4 谷内1、2 滝の下町 上の原
町 栃尾旭町 仲子町 栃尾本町 栃尾表町 東町 平 平1、
2、3、4、5 東が丘 天下島 天下島1、2 一之貝 軽井沢 比
栃尾南小
礼 本津川 入塩川の一部（附表45に示す区域） 菅畑の一部
（附表46に示す区域） 栃尾町の一部（丙485番4を除く。） 北
荷頃 田之口 西野俣 中 木山沢 森上 半蔵金 西中野俣
東中野俣
新栄町1、2、3 栄町1、2、3 栃尾山田 栃尾山田町 栃尾新町
栃尾大町 金町1、2 小貫 土ケ谷 金沢 金沢1、2、3、4、5、
栃尾東小
6 栃尾原 栃尾原町1、2、3、4、5 巻渕 巻渕1、2、3、4 鴉
ケ島 水沢 栃尾岩野外新田 楡原 吉水の一部（附表47に示す
区域を除く。） 明戸 栃尾町の一部（丙485番4） 一之渡戸
上樫出 下樫出 山屋 二ツ郷屋 山口 熊袋 二日町 下塩
下塩小
人面 文納 吉水の一部（附表47に示す区域）
滝之口 入塩川の一部（附表45に示す区域を除く。） 本所 栃
上塩小
尾島田 山葵谷 葎谷 平中野俣 九川 塩中 梅野俣 塩新町
上塩
栃尾宮沢 栃尾泉 大川戸 菅畑の一部（附表46に示す区域を除
東谷小
く。） 赤谷 小向 栃堀 来伝 松尾 栗山沢 寒沢 吹谷
与板町与板 与板町東与板 与板町本与板 与板町槙原 与板町
山沢 与板町馬越 与板町岩方 与板町中田 与板町南中 与板
与板小
町吉津 与板町広野 与板町蔦都 与板町江西2、3、4 与板町城
山1
川口相川 川口荒谷 川口牛ケ島 東川口 川口木沢 川口田麦
川口小
山 川口峠 川口中山 西川口 川口武道窪 川口和南津

R02.08.19
中学校

寺泊中

秋葉中

刈谷田中

秋葉中
与板中
川口中

附表
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

R02.08.19
学校町3のうち
12番 13番 14番
長町1のうち
1番2、3、4、9、10、12 2番 3番2から6まで 1671番 甲1671番 1671番10、12 1672番1
1672番3 1674番 甲1674番 1674番1 1675番 1675番甲丙 1675番3 1676番 1676番2 1690
番
昭和1のうち
4番（旧水道町区域のみ） 5番 6番（旧水道町区域のみ）
昭和1のうち
1番 2番 3番 4番1、3、15、16、17、19、20 8番6（旧下草生津町2735―1） 8番9（旧下草生
津町2735―5） 8番10（旧下草生津町2732―8）
水道町3のうち
1番24、26、27 2番17から20、24、26、27 3番 4番 15、19、20、21
水道町4のうち
8番（旧下草生津町区域）
水道町5のうち
1番（旧宮関町区域） 2番から6番まで 7番（旧宮関町区域） 8番（旧宮関町区域）
水道町5のうち
1番（旧下草生津町区域） 7番（旧下草津町区域） 8番3
中島4（旧下中島町1丁目区域）のうち
9番 10番21、24、26、27から30まで 11番4、5、16、17、22 12番1、2、3、4、16、17、19、13
番から16番まで
今朝白3のうち
1番から5番まで 12番15から22まで 13番から17番まで
福住2のうち
1番22から27まで 2番24 4番25から34まで 5番5から22まで 27
山田1のうち
8番15、16、17、19、20
山田2のうち
1番 2番1から3、10から34まで 3番17、18、21から33まで 4番18、21、23から25まで
山田3のうち
3番14から19まで
中島6のうち
6番31、34、35、37、38 9番15、16、17、18、22、24から27まで
新町1のうち
1番1から6まで 2番1から8まで、32、33
松葉1のうち
1番 2番12、15、19から22まで 3番 4番 5番2、4、5、22、24から28まで
削除
乙吉町のうち（通称鶴が丘町の区域）
972番
削除
削除
削除
削除
三和2のうち
1番13、18から21まで 2番11、12、13、15、17、18
宮内8のうち
12番34
宮内3のうち
8番17から23まで 10番22のうち3088番4及び3088番5の地番 11番24、25 12番 13番1から8まで
13番19から29まで 14番
村松町のうち（通称小山の区域）
1692番 1695番4 1706番 1710番 1712番 1713番 1715番 1716番 1717番 1718番 1719番
1720番 1721番 1722番 1723番 1729番 1730番 1731番 1732番 1734番 1738番 1741番
1743番2 3895番1 3926番3 4203番乙
横枕町のうち
142番1 156番1 158番1 207番1 208番1 210番1 228番

附表
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R02.08.19
削除
西津町のうち
1986番から2325番まで
西津町のうち
3785番から3873番まで
喜多町のうち
3番 4番 957番から961番 962番 967番 2529番 2534番
七日町のうち
75番 79番から81番
削除
削除
川崎町のうち
409番から581番まで 587番から593番まで 598番から607番まで 643番から654番まで 665番か
ら780番まで 840番 841番 856番から865番まで 1253番から1268番まで 1270番から1285番ま
で 1309番から1335番まで 1355番から1384番まで 1386番から1490番まで 1494番から2099番
まで 2104番から2183番まで 10206番 10207番 10249番から10253番まで 10276番 10278番
10281番 10282番 10287番から10290番まで 10316番から10319番まで 10320番 10325番から
10328番まで 10341番 10343番 10344番 10350番 10356番 10358番 11355番から11357番ま
で 11411番から11414番まで 11417番から11419番まで 11444番から11446番まで
削除
長町2のうち
1番1、2、20 1656番3、13 1657番1、3、4、5、10から17まで 1658番6、7、11、12
西新町1のうち
1番5
長倉4のうち
100番から114番まで
長倉南町のうち
178番2、3 191番3から5まで 194番1 195番4 250番 388番 389番2、3 391番2、3
花園東2のうち
116番6、7 118番5、6 128番3、4
上除町のうち
2044番から2055番まで
削除
入塩川のうち
甲2番 甲7番 甲33番2 甲62番 甲78番 甲81番
菅畑のうち
甲93番4 甲95番 甲97番 甲101番 甲115番 甲118番 甲120番 甲123番 甲127番
吉水のうち
1242番 1298番1 1305番 1388番から1391番まで 1395番
沖田2のうち
173の2 184の2 185の2 200の2 201 230の2 230の3 230の5から230の7まで 249 250の1
251の1から251の4まで 252の1から252の3まで 253の1から253の3まで 254の1 254の2 255の
1 255の2 256の1 256の2 257の2から257の4まで 257の6 258の2 258の4 258の5 259の2
259の4 259の7 260の1から260の3まで 261の1から261の4まで 262の1から262の3まで 263の
1から263の5まで 264の1 264の2 265の1から265の4まで 266の1 267の1 267の3から267の
12まで 268の1 268の3から268の8まで 269の1 270の2 317の2 357 357の1 358の1 359
の1 359の3から359の6まで 360の4 360の6 360の7 361の1 361の4 361の6 361の7
沖田3のうち
250の2
沖田3のうち
439の1 439の2 440の2 441の2 442 443の2 444の2 445の3
稲保南1のうち
692の3、698の4、701の1から701の6まで、702の1から702の3まで、703の1から703の3まで、704の
4から704の6まで、705の1から705の9まで、706の1、706の2、707の1、707の2、708の1、708の2、
709の1、709の2、712の2、712の3、713の2、713の3、714の2、715の1から715の3まで、726の1か
ら726の4まで、726の8、726の9、745の1から745の3まで、745の6
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52

53

54

55
56

57

R02.08.19
上前島1のうち
727番5から727番9まで、728番1、728番2、728番4から728番7まで、957番1、958番1、959番1、960
番1、960番4、961番1、962番1、968番1、968番3、969番1、969番2、970番1、970番2、971番、977
番、978番、979番、980番1、1800番、1801番、1802番、1803番、1804番、1805番、1812番、1813
番
高島町のうち
852番1、853番、854番、855番、856番、857番、858番1、858番2、859番1、859番2、860番1、860
番2、861番1、864番1、2861番、2862番、2863番、2864番、2865番、2866番、2867番
北富島のうち
3119の1、3120の1、3121の1、3122の1、3122の2、3123の1、3124の1、3125の1、3126の1、3128の
1、3129、3130の1、3130の2、3131の1、3131の2、3132の1、3132の2、3133の1、3133の2、3134の
1、3134の2、3135の1、3135の2、3136の1、3136の2、3137の1、3137の2、3138の1、3138の2、
3139の1、3139の2、3140の1、3140の2、3141の1、3141の2、3142の1、3142の2、3143の1、3143の
2、3144の1、3144の2、3145の1、3145の2、3146の1から3146の3まで、3147の1、3147の2、3148の
1、3148の2、3149の1、3149の2、3150の1から3150の4まで、3151の1、3151の2、3152の1、3152の
2、3153の1、3153の2、3154の1、3154の2、3155の1、3155の2、3156、3157の1、3157の2、3158の
1、3158の2、3159の1、3159の2、3160の1、3160の2、3161の1から3161の5まで、3162の1、3162の
2、3163の1、3163の2、3164の1から3164の3まで、3165の1から3165の3まで、3166の1、3166の2、
3167から3179まで、3180の1から3180の3まで、3181の1、3181の2、3182の1、3182の2、3183の1、
3183の2、3184の1、3184の2、3185の1から3185の4まで、3186の1、3186の2、3187の1、3187の2、
3188の1、3188の2、3189の1、3189の2、3190の1、3190の2、3191の1、3192の1、3192の2、3193の
1、3193の2、3194の1、3194の2、3195の1、3195の2、3196の1、3196の2、3197の1、3197の2、
3198の1、3198の2、3199の1から3199の4まで、3200の1、3200の2、3201の1、3201の2、3202の1、
3202の2、3203の1、3203の2、3204の1、3204の2、3205の1、3205の2、3206の1、3206の2、3207の
1、3207の3
北富島のうち
17の3から17の8まで、278、279、280の7、281の5、281の6
福島町のうち
1206、1207の一部、1208の一部、1209の一部、1210の一部、1211の1の一部、1211の2の一部、
1212の一部、1219の一部、1220、1221の一部、1222の一部
旭岡1のうち
406の2、407の2、408の2、410の2から410の7まで、411の7から411の11まで、448の2、449の2、
449の3、450の1から450の3まで、451の1から451の3まで、452の1から452の4まで、453の2、453の
3、454の2、506の5、507の3、507の4

別表第２
学校名
市立総合支援学校
市立高等総合支援学校

R02.08.19
通学区域
市内一円
市内一円

